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犯罪による収益の移転防止に関する法律
（平成19年法律第22号） 

 
 
 
 

国際刑事裁判所に対する協力等に関する
法律（平成19年法律第37号） 

 

道路交通法の一部を改正する法律（平成
19年法律第90号） 

 
 
 

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造
法の一部を改正する法律（平成19年法
律第120号） 

最近における犯罪による収益の移転の状況及びその防止対策に関する国際的動向にか
んがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届
出等の措置を定めるとともに、国家公安委員会が疑わしい取引に関する情報の集約、
整理及び分析並びに関係機関に対する提供を行うこととすることなどにより、犯罪に
よる収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際
条約等の的確な実施を確保するための規定を整備した。 

国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結に伴い、国際刑事裁判所が管轄権を有する
事件の捜査等への協力のための手続規定及び国際刑事裁判所における偽証等その運営
を害する行為についての罰則を整備した。 

最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と
円滑を図るため、飲酒運転を行った者等に対する罰則の強化及び運転免許を取り消さ
れた場合における運転免許を受けることができない期間の延長、75歳以上の運転者に
対する認知機能検査制度の導入、普通自転車の歩道通行、後部座席に係る座席ベルト
の装着の義務付け等に関する規定を整備した。 

最近における銃器を使用した犯罪の続発により、国民生活に重大な脅威が生じている
ことなどの状況にかんがみ、けん銃を使用した凶悪事件等を抑止するため、暴力団に
よるけん銃事犯の特性に着目した重罰化、経済的打撃を与えるための罰金刑の引上げ
等の罰則の強化を行うとともに、許可を受けた銃砲の発射制限違反及び刃物の携帯禁
止違反の罰則を強化した。 

19.4.1 
（一部を除く） 

 
 
 
 

19.10.1 
（一部を除く） 

 

19.9.19 
（一部を除く） 

 
 
 

19.12.30

法 律 名 施行年月日 要　　　　　　　　　旨 

遺失物法施行令（平成19年政令第21号） 
 

感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備等に関す
る政令（平成19年政令第44号） 

警察法施行令及び警察庁組織令の一部を
改正する政令（平成19年政令第137号） 

 
 

警察官の職務に協力援助した者の災害給
付に関する法律施行令の一部を改正する
政令（平成19年政令第139号） 

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法
律の一部を改正する法律の施行に伴う関
係政令の整備等に関する政令(平成19年
政令第168号) 

道路交通法施行令及び自動車運転代行業
の業務の適正化に関する法律施行令の一
部を改正する政令（平成19年政令第266
号） 

遺失物法の施行に伴い、警察署長による物件の売却及び処分の方法、特例施設占有者
の要件、特例施設占有者による物件の売却及び処分の方法等を定めた。 

感染症の予防及び感染症の患者に対する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、
運搬証明書に関する手続、運搬が複数都道府県にわたる場合の公安委員会のとるべき
措置等を定めるとともに、その他の規定を整備した。 

 

地方警務官の定員、警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準並びに地方警察職員
たる警察官の都道府県警察ごとの定員の基準を改めるとともに、警察庁長官官房に置
かれる審議官の数を５人とし、警察庁刑事局組織犯罪対策部に犯罪収益移転防止管理
官１人を置いた。 

警察官の職務に協力援助した者に対する災害給付の金額について、配偶者以外の扶養
親族に係る加算額を引き上げた。 

 

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行令を改正し、被留置者の不服申立制度
に係る行政不服審査法等の技術的読替え等を定め、政令名を「刑事収容施設及び被収
容者等の処遇に関する法律施行令」とするなど、関係する政令の規定を整備した。 

 

道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、酒気を帯びている運転者が運
転する車両に同乗する行為の禁止の対象とならない自動車を定めるとともに、外国運
転免許証制度の対象となる国又は地域に関する規定等を整備した。 

19.12.10 
 

19.6.1 
 
 
 

19.4.1 
 
 
 

19.4.1 
 
 

19.6.1 
 
 
 

19.9.19

政 令 名 施行年月日 要　　　　　　　　　旨 

平成19年中の主な政令の制定（警察関係）

警察庁 
 

警察庁 
 

警察庁 

警察庁 

警察庁 
 

警察庁 
 

警察庁 
 
 

警察庁 

警察庁が、犯罪収益移転防止に関する国際対応業務等を的確に行うため、長官官房に
犯罪収益対策担当の審議官１人を置いた。 

犯罪収益移転防止法の施行により、新たに警察庁が行うこととされた事務を的確に処
理するため、刑事局組織犯罪対策部に犯罪収益移転防止管理官１人を置いた。 

中国管区警察局の総務監察部と広域調整部を統合し、総務監察・広域調整部を置いた。 

刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課国際情報室を廃止した。 

犯罪収益移転防止管理官の下で、疑わしい取引に関する情報の分析及び提供に関する
事務を助けるため、刑事局組織犯罪対策部に総括分析官１人を置いた。 

犯罪収益移転防止管理官の下で、犯罪収益移転防止法に関連する国際的な連携に関す
る事務を助けるため、刑事局組織犯罪対策部に国際連携対策官１人を置いた。 

我が国の運転免許制度に関する外国政府等からの要望等に的確に対応するとともに、
外国人運転者に対する交通安全対策等を強化するため、交通局運転免許課に外国人運
転者対策官１人を置いた。 

情報収集衛星の利用等により得られる画像情報に関する事務を推進するため、警備局
警備企画課に画像情報分析室を置いた。 

19.4.1 
 

19.4.1 
 

19.4.1 

19.4.1 

19.4.1 
 

19.4.1 
 

19.4.1 
 
 

19.4.1

機 関 名 施行年月日 要　　　　　　　　　旨 

平成19年中の主な法律の制定（警察関係）

平成19年中の主な組織改正

資料編
1 平成19年の組織改正と法令の制定
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事 　 項 月　　　日 

1 4 指掌紋自動識別システムの運用開始（指紋システムと掌紋システムの統合及び効率化）（警察庁） 
 4 ５都県警察（警視庁、茨城、埼玉、兵庫、島根）においてIC免許証の発行開始 
 4 深川市長らによる公共工事発注をめぐる贈収賄事件検挙（北海道） 
 10 渋谷区等における殺人・死体遺棄等事件検挙（警視庁） 
 10～26 東京都において警察情報通信セミナー及び第１回ICPOアジア・南太平洋地域コンピュータフォレンジックに関するトレーナー養

成ワークショップ開催 
 16 広域にわたる連続強盗殺人事件、1.23検挙（京都、神奈川） 
 16 ジャスダック上場会社幹部社員らによる株式分割等をめぐる証券取引法違反（インサイダー取引）事件検挙（大阪） 
 16 特定電子メールを大量送信した特定電子メール法違反（送信者情報を偽った送信）事件検挙（千葉） 
 17 フィッシングサイト利用によるインターネット・オークションに係る不正アクセス禁止法違反（不正アクセス行為の禁止）、詐

欺及び麻薬特例法違反（業として行う譲渡）事件検挙（警視庁、熊本、岡山、広島） 
 17 老舗醤油メーカー前代表取締役らによる証券取引法違反（虚偽有価証券報告書提出）事件検挙（愛知） 
 20 宝塚市のカラオケボックスにおける失火事件、1.30検挙（兵庫） 
 21 インターネット掲示板利用によるわいせつ図画公然陳列、児童買春・児童ポルノ法違反（児童ポルノ公然陳列）事件検挙（兵

庫） 
 22 宮崎県知事らによる県発注業務委託をめぐる贈収賄事件検挙（宮崎） 
 24 振り込め詐欺に使用された固定電話番号の公表開始 
 26 日韓刑事共助条約発効 
 30 健康食品販売会社役員らによる海外事業投資等を装った組織的犯罪処罰法違反（組織的詐欺）及び詐欺事件検挙（警視庁、福

岡、静岡） 
 30～2.2 東京都において第12回アジア・太平洋薬物取締会議開催 
 31 東ティモール国際平和協力隊の派遣開始 
2 3 イラク・バグダッドにおいて爆弾テロが発生、約130人が死亡、300人以上が負傷 
 5 住吉会傘下組織幹部に対するけん銃使用殺人事件（山口組傘下組織と住吉会傘下組織との間の対立抗争事件）（警視庁） 
 5 金沢市における銀行を対象とした強盗事件、2.20検挙（石川） 
 6 朝鮮商工会幹部による税理士法違反（税理士業務の制限）事件検挙（兵庫） 
 6 中国人グループによる組織的な身分証明書等偽造事件検挙（愛知、愛媛） 
 12 神奈川県において革労協反主流派による在日米軍が置かれているキャンプ座間に向けた飛翔弾発射事件発生 
 13 外国人研修制度を悪用した営利目的集団密航事件検挙（岡山、広島） 
 19 苫小牧市における実子殺人、殺人未遂事件、4.4検挙（北海道） 
 23 アベック拉致容疑事案（新潟）の共犯者として北朝鮮工作員通称ハン・クムニョン及び通称キム・ナムジンを国際手配（新潟、

警視庁） 
 23 自動二輪車等製造販売会社事業部長らによる無人ヘリコプター不正輸出事件検挙（静岡、福岡） 
3 1 諏訪市における消費者金融を対象とした持凶器強盗致傷事件、同日検挙（長野） 
 2 政治団体構成員による社会民主党宮城県連合に対する暴処法違反（脅迫）等事件、同日検挙（宮城） 
 5 電気通信事業会社代表取締役らによる通信事業投資名下の詐欺事件検挙（警視庁） 
 7 パチンコ関連情報提供会社元役員らによる証券取引法違反（相場操縦）事件検挙（大阪） 
 7 会津小鉄会傘下組織幹部らによる造成工事を装った産業廃棄物に係る廃棄物処理法違反（不法投棄等）等事件検挙（滋賀） 
 8 有料サイト料金滞納名下の架空請求詐欺事件検挙（静岡、広島） 
 16 在日中国人技術者による社内データ不正入手事件検挙（愛知）　 
 25 石川県能登半島沖を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生、１人が死亡、356人が負傷 
 30 山口組傘下組織構成員による住吉会傘下組織構成員に対するけん銃使用殺人未遂事件（山口組傘下組織と住吉会傘下組織との間

の対立抗争事件）、20.1.23検挙（宮城） 
4 1 犯罪収益移転防止法の一部施行により、国家公安委員会・警察庁が、金融庁から資金情報機関（FIU）としての業務移管を受け、

JAFIC（日本のFIU）として業務を開始 
 1 捜査特別報奨金取扱要綱の制定（同年中に５回にわたり、合計20事件について懸賞広告を実施） 
 5 川崎市における通り魔殺人未遂事件、4.20検挙（神奈川） 
 6 フランスルート大量けん銃等密輸入事件検挙（神奈川、静岡） 
 8 第16回統一地方選挙違反取締り（８日及び22日投票） 
 9 富山県北アルプス水晶岳周辺において民間ヘリコプター墜落事故が発生、２名死亡、８名救出（富山、長野） 
 11 アルジェリア・アルジェにおいて首相府等に対する同時爆弾テロが発生、30人以上が死亡、220人以上が負傷 
 12 昭和49年６月中旬に姉弟が北朝鮮に連れ出された事案を北朝鮮による拉致容疑事案と判断しその旨を公表、4.26北朝鮮工作員ホ

ン・スヘこと木下陽子を国際手配（警視庁、兵庫） 
 16 日伯警察当局間意図表明文書署名 
 17 山口組傘下組織幹部による長崎市長に対するけん銃使用殺人事件、同日検挙（長崎） 

しょう 

しょう 

ら 
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事 　 項 月　　　日 

4 18 平成18年７月21日に発生した自称右翼団体代表による日本経済新聞社に対する火炎びん処罰法違反（製造、所持）事件検挙（警
視庁） 

 20 極東会傘下組織構成員によるけん銃使用殺人事件及び立てこもり事件、4.21検挙（神奈川、警視庁） 
 25 銃器対策推進本部において「平成19年度銃器対策推進計画」策定 
 27 日本人と韓国人のグループによる偽ブランド品大量密輸入、密売に係る商標法違反（商標権侵害）及び関税法違反（輸入しては

ならない貨物の輸入未遂等）事件検挙（富山、大阪） 
5 1 ブラジル人による通貨偽造、同行使事件検挙（愛知） 
 4 亀山市における身代金目的女子中学生誘拐事件、5.5検挙（三重） 
 5 吹田市におけるジェットコースター脱線による業務上過失致死傷等事件、12.19検挙（大阪） 
 8 横浜市における傷害致死事件、5.14検挙（神奈川） 
 9 オウム真理教上祐派が記者会見し、新団体「ひかりの輪」を設立した旨を発表 
 11～20 平成19年春の全国交通安全運動 
 14 レンタル掲示板サイトを利用した著作権法違反（送信可能化権の侵害）事件検挙（山口） 
 15 会津若松市における実母殺人事件、同日検挙（福島） 
 17 長久手町におけるけん銃使用人質立てこもり等事件、5.18検挙（愛知） 
 18 ファイル共有ソフトを使用した週刊漫画雑誌を対象とする著作権法違反（公衆送信権の侵害）事件検挙（京都） 
 21～30 天皇皇后両陛下のヨーロッパ諸国御訪問に伴う警衛（スウェーデン、英国、エストニア、ラトビア、リトアニア） 
 23 画像掲示板管理者等によるわいせつ図画公然陳列等事件検挙（神奈川） 
 23～25 G8司法・内務大臣会議がドイツで開催され、警察庁次長が出席 
 28～6.8 バミューダ（英国領）においてエグモント・グループの年次会合開催（JAFIC正式加盟） 
6 1～30 暴走族取締強化月間 
 2 新たな運転免許制度の施行（中型免許制度の導入等） 
 5 在日朝鮮人らによる薬事法違反（医薬品無許可授与）事件検挙（警視庁） 
 5～9 安倍首相のハイリゲンダム・サミット出席等に伴う警護（ドイツ） 
 13 中核派活動家らによる廃棄物処理法違反（無許可営業等）事件、同日及び7.11検挙（大阪） 
 15 稲川会及び住吉会を指定暴力団として第６回指定（東京都公安委員会） 
 15 六代目山口組を指定暴力団として第６回指定（兵庫県公安委員会） 
 19 渋谷区における温泉施設爆発事故（警視庁） 
 21 四代目工藤會を指定暴力団として第６回指定（福岡県公安委員会） 
 21 三代目旭琉会及び沖縄旭琉会を指定暴力団として第６回指定（沖縄県公安委員会） 
 23 尼崎市内における３人が死亡した危険運転致死事件、6.24検挙（兵庫） 
 23～26 天皇皇后両陛下の第58回全国植樹祭御臨場等に伴う警衛（北海道） 
 25～29 フランスにおいて金融活動作業部会（FATF）の年次会合開催 
 26 犬山市における時津風部屋力士傷害致死事件、20.2.7検挙（愛知） 
 27 大規模なシステム金融グループによる出資法違反（超高金利等）等事件検挙（警視庁） 
 29～30 英国グラスゴー空港に対する自動車突入テロ等が発生、５人が負傷 
7 3 第９回犯罪対策閣僚会議開催、銃器・暴力団犯罪取締り・対策チーム設置 
 10 日韓犯罪人引渡条約を適用し、死亡ひき逃げ事件の韓国人被疑者を検挙（長野） 
 12～29 第21回参議院議員通常選挙に伴う警護 
 16 新潟県中越沖を震源とするマグニチュード6.8の地震が発生、15人が死亡、2,346人が負傷（20年５月31日現在） 
 18 日本共産党の宮本顕治元議長が死去 
 18 多数の会員を有する組織による広域的わいせつ図画等販売事件検挙（大阪） 
 20 沖縄県において全国非行防止大会沖縄大会を開催 
 23 五代目会津小鉄会を指定暴力団として第６回指定（京都府公安委員会） 
 23 五代目共政会を指定暴力団として第６回指定（広島県公安委員会） 
 23 六代目合田一家を指定暴力団として第６回指定（山口県公安委員会） 
 23 四代目小桜一家を指定暴力団として第６回指定（鹿児島県公安委員会） 
 25 自称右翼団体構成員による防衛省に対する火炎びん処罰法違反（使用）等事件、同日検挙（警視庁） 
 29 第21回参議院議員通常選挙違反取締り（７月12日公示、29日投票） 
8 1 インドネシア国家警察改革支援の中核事業「市民警察活動促進プロジェクト」が第２フェ－ズに移行してスタート 
 3 薬物乱用対策推進本部において「薬物乱用防止新５か年戦略フォローアップ」及び「薬物密輸入阻止のための緊急水際対策フォ

ローアップ」を決定 
 6 カナダルートによる大量覚せい剤等密輸入事件検挙（大阪） 
 18 九州誠道会傘下組織幹部による道仁会会長に対するけん銃使用殺人事件（道仁会と九州誠道会との間の対立抗争事件）、10.4検挙

（福岡） 
 19 熊毛郡上関町における祖父母強盗殺人等事件、8.21検挙（山口） 
 20 警視庁巡査長によるけん銃使用殺人及び自殺事案（警視庁） 
9 4 ドイツにおける在ドイツ米軍基地等に対するテロ計画事件 
 11 自営業者による鰐等の無許可飼養に係る動物愛護管理法違反（無許可飼養）事件検挙（石川） 
 18 京田辺市における実父殺人事件、同日検挙（京都） 
 19 改正道路交通法の一部施行（飲酒運転に対する制裁の強化、救護義務違反に対する罰則引上げ、外国運転免許証制度の対象の拡

大（イタリア、ベルギー、台湾）等） 
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事 　 項 月　　　日 

9 21～30 平成19年秋の全国交通安全運動 
 27 千葉市における男子高校生殺人等事件、9.28検挙（千葉） 
 28～30 天皇皇后両陛下の第62回国民体育大会御臨場等に伴う警衛（秋田） 
10 2～4 東京都においてアジア大洋州地域サイバー犯罪捜査技術会議開催 
 3 香港警察長官が来日、警察庁長官を表敬、警察庁内各課と意見交換 
 6 寝屋川市におけるアルバイト店員強盗殺人等事件、同日検挙（大阪） 
  8 スナック経営者らによるタイ人女性の人身取引事件検挙（長野） 
  9 中国・北京においてITS世界会議開催 
 11 安全・安心なまちづくり関係功労者として防犯ボランティア９団体、１個人が総理大臣表彰受賞（「安全・安心なまちづくりの

日」） 
 11 福井県において第10回日韓ICPO実務担当者会議開催 
 11～20 全国地域安全運動 
 15 警備業者による警備業法違反（警備員指導教育責任者不選任等）事件及び大手人材派遣会社等による労働者派遣事業法違反（労

働者派遣禁止業務）事件検挙（宮城） 
 16 加古川市における女子小学生殺人事件（兵庫） 
 19 パキスタン・カラチにおいてブット元首相をねらったとみられる連続爆弾テロが発生、130人以上が死亡、400人以上が負傷 
 24 香川県において「銃器犯罪根絶の集い・香川大会」開催 
 24 食肉加工卸会社による食肉の品質、内容の偽装販売に係る不正競争防止法違反（誤認惹起行為）及び詐欺事件検挙（北海道） 
 27 堺市におけるヘリコプター墜落事故（大阪） 
 29 山口組傘下組織構成員らによる売春防止法違反（管理売春）に係る組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）事件検挙（愛知） 
 30 川口市における女性強盗殺人等事件、12.27検挙（埼玉） 
 31 インターネットショッピング等に係る不正アクセス禁止法違反（不正アクセス行為の禁止）及び詐欺等事件検挙（愛知、警視

庁、高知） 
11 1 国家公安委員会が「警察捜査における取調べの適正化について」を決定し、対策を講ずるよう警察庁に指示 
 5～8 モロッコにおいて第76回ICPO総会開催 
 7 食品に係る偽装表示事案対策に関する農林水産省との第１回意見交換会の実施 
 7～9 東京都において第４回東アジア地域組織犯罪対策会議開催 
 8 道仁会傘下組織構成員による入院患者に対するけん銃使用殺人事件（道仁会と九州誠道会との間の対立抗争事件）、12.16検挙

（佐賀） 
 10～13 天皇皇后両陛下の第27回全国豊かな海づくり大会御臨席等に伴う警衛（滋賀） 
 16 坂出市における殺人死体遺棄等事件、12.18検挙（香川） 
 27 ナイジェリア人による国際的詐欺に係るマネー・ローンダリング事件検挙（埼玉、千葉） 
 28 アダルト映像送信サイト利用による会員登録料名下の組織的詐欺及び恐喝事件検挙（千葉） 
 29～30 東京都において東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取対策に関するセミナー及び捜査官会議開催 
12 1 日中刑事共助条約署名 
 10 中国・北京において第４回警察庁と中国公安部による協議開催 
 11 アルジェリア・アルジェにおいて国連難民高等弁務官事務所等に対する同時爆弾テロが発生、国連職員を含む37人以上が死亡、

170人以上が負傷 
 12 二代目親和会を指定暴力団として第６回指定（香川県公安委員会） 
 12 三代目浅野組を指定暴力団として第６回指定（岡山県公安委員会） 
 12 道仁会を指定暴力団として第６回指定（福岡県公安委員会） 
 13 海上自衛隊における特別防衛秘密流出事件検挙（神奈川） 
 14 佐世保市のスポーツセンターにおける散弾銃使用殺人等事件、20.2.1検挙（長崎） 
 17 双愛会を指定暴力団として第６回指定（千葉県公安委員会） 
 18 東京都において第４回人身取引事犯に係るコンタクトポイント連絡会議開催 
 21 第10回犯罪対策閣僚会議開催 
 27 パキスタン・ラワルピンディにおいてブット元首相に対する銃撃・爆弾テロが発生、元首相を含む約20人が死亡 

※統計資料については、警察庁ウェブサイトの「平成20年　警察白書」（http://www.npa.go.jp/hakusyo/h20/index.html）
を御参照ください。 


